
香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常会
話を楽しく教えます。生徒さん1人1人に
合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅近
・月謝制
・ミーティングルームでの集中レッスン、
香港や中国の方への日本語指導、通訳業
務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ 
(852)9858-4879。佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ママのためのサバイバル英会話

発音を矯正して、通じる英語に変身させ
ましょう。英検・TOEIC受験対策、国語・英
語の家庭教師も承っています。当方、英
語学専攻。テキストにてご連絡ください。
What'App：(852)9462-9820
または msmasako@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語プレイグループ
コロボックルは毎週火曜日の午前中跑
馬地にある聖マーガレット教会で約1歳
から3歳くらいまでの子供を対象とした
日本語のプレイサークルです。只今参加
希望の親子を募集しています。お見学の
申込は、korobokkuruhk@gmail.com 
笹木までどうぞ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニールズヤー ド認定アロマセラピー
基礎クラス2014年9月期生募集

◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年9月4日～
10月16日　10:00～12:15（週1回全6回）
※ 10月2日祝日のため休講
②金曜日午前クラス：2014年9月5日～
10月10日　10:00～12:15（週1回全6回）
③日曜日午前クラス：2014年9月7日～
10月12日　10:00～12:15（週1回全6回）
◆募集人 数：4～6名（各クラス）
◆場所：MTR フォートレスヒル（炮台山）
駅徒歩3分
◆受講料：HKD2,800（実習教材費＋テ
キスト代込み）
※4名様以上のグループでお申込みの
場合は、開講日時に関して別途ご相談
をさせていただきます。
詳しくは、下記ブログをご確認のうえ、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
ブログ：ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp  (大和田まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制
で講師の指名も可能なので、自分の
ペースで語学をマスターできます。ただ
今、英語/北京語/広東語の30分間の無
料授業が体験できます。詳しい内容につ
いては、日本語でお気軽にお問い合わ
せください。
電話：(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クォリーベイ)の自宅一室にてネ
イルレッスンを始めました。セルフネイ
ルにご興味がある方、好きな時間に無
理なく個人レッスンを受けてみません
か？ジェルネイル初心者の方、大歓迎で
す。自宅サロンですので、静かな場所＆
ゆったりとした雰囲気でレッスンを楽
しんで頂けます！また、通常のジェルネ
イルのご予約も承っております。 お気軽
にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660（ゆりえまで）
営業：月曜日～土曜日
（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay駅改札口Aを出て
徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをして
います。活動場所は奥運駅/美孚駅、参加
者は20代～60代の日本人です。テニス
好きな方のご参加お待ちしております!
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バドミントンメンバー募集！
バドミントンやりませんか！性別、年齢、
経験問わず！メンバーは経験者から、香
港で始めた人まで様々です。毎週土曜
の朝、主にホンハム（紅磡）近郊で活動
しています。希望者は、年に数回他チー
ムとの交流試合にも参加しています。ぜ
ひ、ご参加ください！
電話：(852)9018-0357 古川（こがわ）
メール：kowloon_bado@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バスケやりたい子集まれ！部員募集

小4から中2までを対象にしたバスケクラ
ブJSBBCでは、新入部員を募集していま
す。練習は、土曜日の午前9時半～12時半、
場所は日本人学校中学部の体育館です。
参加希望の方は、電話(852)9086-9180、
もしくはメールjsbbchk@gmail.com
（担当：佐野）までお問い合わせください。

多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット
毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺
角）で練習しています。
お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsで
は、現在ギタリストを募集しております。
月に2回ほどの練習と、ライブも定期的に
行っております。興味のある方、Bluesが
お好きな方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。香港在住者がメインですが、中
国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いず
れもOKです。
宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
隔月で同窓会を開催中です。青山学院
卒業生および関係者の皆様は、お気軽
にご連絡ください。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852)6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！

みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有。 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-beauty.com 
電話：(852)9701-8517
【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プレスランゲージセンター
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きません
か？履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解があり、丁寧な
顧客対応ができる方。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及び
ボーナスあり。年末ボーナスあり。業務
成績によりその他の報酬あり。毎月社員
特価販売あり。10時から20時まで。週5
日または6日、シフト制。詳細は関Mr. 
Victorまでお問い合わせください。
メール：jobs@tassels.com.hk

日本語・普通話・広東語講師募集中
ジオスランゲージセンター（セントラ
ル・ホンハム校）では、自分の母語を外
国人に教えた経験を持ち、教師資格と
ビザをお持ちの方を募集しています。
詳細は面談にて。まずは履歴書を下記
までお送りください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河
お気軽にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155　モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平安】
では、元気で明るいホールスタッフを
募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホ
リの方も大歓迎です。勤務地は応相談。
まずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・野崎
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニング
バー(Sowelu)ではスタッフを募集してい
ます。勤務時間・曜日は応相談です。詳し
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相
談。就労ビザはこちらにて手配します。
まずはお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはEメールで送りください。詳細はお
電話にてお問い合わせいただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PPWプレゼンツ
ボートトリップやりますの会
第2回ボートパーティー開催

「第1回に続き、来る8月2日に第2回ボー
トトリップを開催いたします。今回もチ
ムサーチョイ（尖沙咀）を出発し、西貢沖
の大浪湾へ夏本番の香港を楽しくク
ルージング予定です。途中無人島への
上陸やバナナボートでの水上遊戯も満
喫できます。今回、料理はタイ料理かど
うか現在調整中です。お友達作りにぜひ
ご参加ください。

日時：8月2日　土曜日
出発地：チムサーチョイ埠頭(TST Pier)
集合場所：時計台の下
集合時間：10時半
乗船時間：11時～18時（予定）
費用：調整中

参加人数が限られているため、定員に
達した時点で締め切りとさせていただ
きます。また今回は安全確保のため成
人の方のみご乗船とさせていただきま
す。水上遊戯をご希望される方は水着
のご持参をお願いします。

お問合せ連絡先
メール：shirabechina@yahoo.co.jp
電話：(852)2376-0633
「ボートトリップやりますの会」幹事まで
お気軽に
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

調理師さん欠員で困られてる方に朗報
ZETSインターナショナルでは、調理師
さん不足で悩まれているレストラン
オーナー様のご相談をお受けしており
ます。 日本語でお問い合わせください。 
電話：(852)9225-8287　原
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集

求人

クラス

その他

クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の
方はpocketpageweekly.comへ
アクセスし、クラシファイド申込み
から行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応は
しておりません。）

イベント告知

CLASSIFIED



香港＆深圳

早く上達させたいなら、セントラルのプレスで！
　セントラル駅から徒歩5分にあるプレスランゲージセンター。昼間は主婦、夕方はキッズと学生、そし
て夜になるとビジネスマンが次々と訪れる。ここの最大の魅力は、徹底した学習カリキュラムだ。ディレ
クターのエリック氏が長年研究してきた「もっとも効果的なレッスン」を提供するため、自ら資格を持っ
たネイティブの講師をトレーニングし、そのトレーニングに合格した講師のみに授業を担当させている。

だから伸びが速い！
　プレスではそれぞれの生徒さんが学習を始める前に、徹底的に語学レベルをチェック。目的や目標
をじっくりと聞き、それぞれに合わせたスタディプランを組んでいる。プライベート、セミプライベート、
グループレッスン、フレックスレッスンがあるが、グループレッスンは最大6人までの少人数制なので、
発言する機会が多いのが特徴。また、講師が定期的にそれぞれの生徒さんの“成長”をチェック。「この1
カ月でリスニング力がアップしたね。言葉の正しい選び方を補強していこう！」など、細かいアドバイス
をもらえるので、自分の成長を確かめながら勉強を進めることができるのだ。

学びやすい環境で通いやすい！
　レッスン前日までにプレスに連絡すれば、体調を崩したり、大事な仕事が入ったりしてレッスンを休ん
でも「振替」制度を使えるので安心。1週間単位で休みを取れる「長期休暇」もあるので、一時帰国や出
張でしばらく香港を離れるときに便利だ。また出張先でもオンラインでレッスンを受講できる。

　また小さいお子様がいるママにうれしい「ベビーシッター」制度も。経験豊富なベビーシッターがレッ
スン中、ずっとお子様をケアしてくれるので安心してレッスンを受けることができる。時間のある時は、
無料の「コーヒー＆カンバセーション」に参加して、さらに会話力をアップできる機会も！

　「英語がもう少し話せたら…」、「キャリアアップのために普通話を勉強したい…」、そんな風にお考え
のあなた、プレスに一度行って無料カウンセリングを受けてみては？
　
　3カ月後には確実に今とは違ったあなたに出会えるはずだ。

★英語コース
日常英会話、ビジネス英語、専門的な
ビジネス英語、資格試験対策(TOEIC、
TOEFL、IELTS、BULATS、英検、SAT/
PSAT)、子供向けグループレッスン、企業
向け語学研修プログラム、インター校幼
少中高校生向け集中補習コース

★普通話コース
日常会話、エクゼクティブ普通話、子供向けグルー
プレッスン、企業向け語学研修プログラム、資格試
験対策(HSK、BCT)、奥様達のやさしい普通話

★広東語コース　
日常会話、サバイバル広東語、子供向けグループレッスン

英語、普通話、広東語を

好評開講中

プレスってどんな学校？
●カナダ人の校長が長年の教師経験と徹底した研究で開発した、最小限の努力で最
大限楽しみながら学習できる”システムを実践！
●講師はすべて学位と経験を持つネイティブ。質のよいカリキュラムに加え、学習計画
やカウンセリングで上達が早い！
●「ベビーシッター制度」でママも安心して学べる
●「コーヒー＆カンバセーション」や「フィールド・トリップ」で楽しみながら学べる！
●充実の振り替えシステムで通いやすい
●長期割引が魅力
●日本人スタッフが常駐。日本語で相談できるので安心

<お気軽に日本語でご連絡ください！>
プレスランゲージセンター
住所：5/F., On Lan Center, 11-15 On Lan St., Central
 香港中環安蘭街11-15號中安大廈5樓
 中環駅D1出口から徒歩5分/香港駅C出口から徒歩8分
電話：(852)3489-8874
ウェブ：www.preslanguage.com

14 Pocket Page Weekly 04 July 2014 No. 442
B

香港スクール



深圳深圳

香港香港＆広東

WE’RE BROS TOUR 
2014 HUMAN

福山雅治 1万人の愛に包まれ
初香港公演開催！

　大人気シンガー・ソングライターで俳優の福
山雅治が、去る6月14日と15日、自身初の海外ツ
アーで初香港公演を果たした！
　香港コンベンション&エキシビション・セン
ターという大型会場が両日ともほぼ満員に。待
ちに待ったファンの前に、壮大なオーケストラ・
サウンドを浴びて福山が登場すると会場のボル
テージは急上昇。幕開けはアカペラの
「Beautiful Life」、そのあと立て続けに「Prelude」
と5年振りとなる新アルバムの中からCMタイ
アップソング「HUMAN」を披
露した。「タイカーホウ（大家
好）＝皆さんこんにちは！」と
広東語で彼が呼びかけると、
現地のファンも歓声を上げ
喜びを伝えた。
　「僕が初めて香港を訪れ
たのは1997年7月1日、香港
返還の日。あの日の花火を
写真に撮りました。」福山がそう語ると、巨大ス
クリーンには広東語字幕が表示され日本語の
分らない香港ファンにもこのエピソードが伝え
られた。
　その後も疾走感溢れるロックナンバー「想 
-new love new world-」に続いて、「虹」や「桜坂」
などの馴染みのある歌を披露。中盤に入ると新
アルバムの世界観を伝えるため、厳選された3

曲「ミスキャスト」、「とりビー！」、「クスノキ」を聴
かせた。さらに「香港のファンに馴染みのある曲
をセンター・ステージで披露します！」と宣言する
と、会場中央で「恋人」を歌い上げた。これは
1990年代に香港の歌手イーキン・チェンにカ
バーされ香港人にも人気の曲。また福山の人気
爆発の原点となった、ドラマ「ガリレオ」のテー

マ曲「最愛」、「KISSして」、
「vs 2013 ～知覚と快楽の
螺旋～」を連続で披露し、会
場の熱気は一気に高まっ
た。
　「ホーケンアー（好勁呀）
＝すごいね」「ドージェーダ
イガー（多謝大家）＝皆さん
ありがとう」と連発するマ

シャ（福山の愛称）は、さらにその後も5曲を熱
唱。その中で、台湾ドラマ「你照亮我星球（You 
Light Up My Star）」のテーマ曲「暁」の北京語
バージョンも披露し、観客から驚きの声が上
がった。興奮の収まらないファンの情熱に応え、
アンコールで追加2曲を歌い上げ、初香港公演
を大成功に収めた。

 1. Beautiful life
 2. Prelude
 3. HUMAN
 4. 想 -new love new world-
 5. 虹
 6. It′s only love
 7. 桜坂
 8. ミスキャスト
 9. とりビー! 
 10. クスノキ
 11. 恋人
 12. 最愛
 13. KISSして
 14. vs 2013 ～知覚と快楽の螺旋～
 15. Cherry
 16. RED×BLUE
 17. HEAVEN
 18. 明日の☆SHOW
 19. 暁
 ----------------------------
 20. 生きてる生きてく
 21. 家族になろうよ

 1. Beautiful life
 2. Prelude
 3. HUMAN
 4. 想 -new love new world-
 5. 虹
 6. It′s only love
 7. 桜坂
 8. ミスキャスト
 9. とりビー! 
 10. クスノキ
 11. 恋人
 12. 最愛
 13. KISSして
 14. vs 2013 ～知覚と快楽の螺旋～
 15. Cherry
 16. RED×BLUE
 17. HEAVEN
 18. 明日の☆SHOW
 19. 暁
 ----------------------------
 20. 生きてる生きてく
 21. 家族になろうよ

 ライフ（香港・広東共通）
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幸福華府　Xingfuhuafu

（所在地） 福田区新洲路3288号
（間取り） 2LDK/54㎡～
（室　内） 家具・家電一式付き（新品）
（環　境） 地下鉄3号線（石厦）徒歩5分
 地下鉄1・3号線（購物公園）徒歩15分
（備　考） 新築サービスアパートメント　週3回、室内清掃あり
 タオル・シーツ交換付　多忙なビジネスマンにおすすめ
 1ＬＤＫもあり、使いやすい間取り
 家賃に管理費・税金・インターネット込み！
（月　額） ＲＭＢ7,500

华盛君荟名庭　Huasheng  junhuimingting

深圳

呈元驿酒店公寓　chengyuanyijiudian gongyu

（所在地） 羅湖区東門中路同楽天橋西側

（間取り） 3LDK/88㎡～
（室　内） 築浅物件（未入居）
（環　境） 地下鉄1.2号線（老街）徒歩9分
（備　考） 2012年完成、築浅（未入居）物件！
 地下鉄『晒布駅』徒歩1分　東門(商店街）至近
 パークンショップ（香港系スーパー）　日本レストラン多数あり
（月　額） ＲＭＢ8,200～

（所在地） 羅湖区宝安南路与紅桂路交匯処
（間取り） 2LDK/63㎡
（室　内） 家具・家電一式付き（新品）
（環　境） 地下鉄1・2号線（大劇院）徒歩10分
 地下鉄3号線（紅嶺） 徒歩5分
（備　考） 羅湖エリアで希少な新築物件　新内装（未入居）で眺望抜群
 人気の大劇院、お値打ち家賃　周辺、スーパー・飲食点等多数
 エントランスも超豪華！！
（月　額） ＲＭＢ5,500～

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB

スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay

三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho

南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley

グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB

CEO property agency ltd TEL (852)3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd, Central

ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号

友和不動産 TEL (86) 20-8729-4505
広州市天河区粤墾路68号広墾商務大厦2座2楼

スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区天河北路233号中信広場1205室

フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 

ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室

ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室

ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室

OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805

不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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香港

　香港ではお馴染みの粉ミルクブランド
「ILLUMA」。「自然の流れに任せることが子供
の才能を掘り起こす」という信念のもと、安
全・安心な商品を提供している。さらに
ILLUMAは「才能をもっと開花させたければ、
大人たちは良い方向へ導くヒントだけを与え
ればいい」と考える。
　6月上旬、そんな同ブランドの思いをPRす
るイベントが行われた。セントラル（中環）の
4号ふ頭に造られた仮設のガーデン。その中
では、子供たちがパパやママと一緒にイチゴ
の苗を植えるワークショップに参加したり、
3D立体ゲームで遊んだり、海を眺めながら
ILLUMA商品を試したりして大いに盛り上
がった。さらに子供に生命を育てることの大
変さを分ってもらうため、イチゴの苗は自宅
に持ち帰ることもできた。子供も大人も楽しく
有意義な一日を過ごしたようだ。

ウェブ：www.illuma.com.hk

植物栽培を通して
子供の才能を開花
植物栽培を通して
子供の才能を開花
ILLUMA Plant Jamming Workshop

食いしん坊S子のプロフィール
海外生活2回目、香港生活半年。マーケットと名のつくものは青空市だろうが
フリマだろうがスーパーだろうが見かけるとチェックせずにはいられない体
質。まったく広東語がわからない状態にも関わらず果敢にローカルアジアン
な生活に挑戦中。

　香港では、「食得係
福」（食べることは福に
つながり幸せである）と
いう考えがあるそうで
す。確かに美味しいもの
を食べると幸せな気分
になりますよね。
　そして私個人といえば、美味しそうなものはとにかくチャレンジして
みたい性質。時 と々んでもない目にあうこともありますが、やはりその土
地ならではの食べ物は味わい深く、感心することしきりなのです。
　そんなこんなの香港生活。こちらのコーナーでは、私が体を張って
試して、そして自信を持ってオススメできる食べ物をご紹介していきた
いと思います。
　というわけで、トップバッターはインドネシアのジンジャーキャンディ、
「SINA GINGER CANDY」。香港なのにインドネシア？なんて言わな
いでくださいね。国際都市香港、アジア圏だけではなく世界のさまざま
な国の食べ物で溢れており、日本では見かけないものがたくさんあり
ます。この飴も普通にローカルスーパーに並んでいました。
　レトロなパッケージに惹かれて試してみたところ、これがまさに生姜！
まるで生姜をそのまま食べているような味の濃さ、固めの麦芽飴みた
いにねっとりした舌触り。素朴な味わいは癖になる美味しさです。

　パッケージには「生姜7％」の表示が。
もしかして冷え性の人にもいいんじゃな
いかしら？
　値段も安く（HKD8程度）、食べごた
えもあるので、私はいつもバックに入れ
ておいてちょっと小腹が空いたときなど

に食べています。体によさそうなのも、甘いものを食べている罪悪感
が少ないのも、女性にはうれしいですよね。
　そんないいことだらけのジンジャーキャンディですが、ひとつだけ大
きな注意点が。
　ガムなど比ではない粘着力を持つこの飴、歯に詰め物などしてい
る方は要注意です。ポロリと取れる恐れがかなり高いので、ゆめゆめ
油断なさいませんように。
　そして間違っても日当たりのいい場所に置きっぱなしにしないでく
ださいね。
　溶けやすいのでかなり悲しい思いをすることは請け合いです。

Vol. 06ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ
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香港＆広東香港＆広東

　クラブツーリズム株式会社は、旅行好きの50代～
60代のシニア世代男女400名を対象に「旅行とシニ
アライフに関する意識調査」を実施した。子育てもひ
と段落した彼らの考えるシニアライフはどんなもの
だろうか。
　まず、近年登場した「全員がひとりで参加するツ
アー」があることを知っているか聞くと、「知っている」
と回答した人は46％となった。実際に参加したこと
のある人は6％弱だが、参加者の約9割が「また参加
したい」とし、未参加の人でも約半数が「参加してみたい」と回答するなど、ひとり旅ツ
アーに対する強い関心がうかがい知れた。ひとり旅ツアーへの参加経験者、または参加
してみたい方の参加意向の理由を聞いてみると、1位が「好きな日時で行けた・行けそ
う」、2位が「行ってみたい場所に行けた、行けそう」となり、友人などとの予定・旅行先の
調整をするより、自分一人で旅行を楽しむといったアクティブなシニア像が明らかに
なった。
　次に、2014年4月からの消費税増税にともない、節約したくないものの順位を聞くと、
1位は「旅行」（72％）、2位「夫（妻）へのお小遣い」（46％）となるなど、旅行好きのアク
ティブシニアは、たとえ増税になっても旅行にかけるお金は節約しないという、旅行に
対する強いこだわりがみられた。また、今後やりたいことを訊くと、1位「国内旅行」が
85％となり、2位以下に大きく差をつける結果となった。
　さらに、自分に対する現在の状況を聞くと、「毎日が充実している（88％）」「年齢の割
に元気（80％）」と、アクティブでポジティブな日々を送っている人が多数を占めた。ま
た、自分が何歳くらいに見られるかを聞いてみると、回答者の平均年齢58.86歳に対し、
-6.31歳と、平均52.55歳に見られるという結果になった。
　最後に、ポジティブな日々の秘訣を聞いてみると（複数回答可）、1位が「国内旅行」
（71％）、2位が「海外旅行」（33％）と旅行が上位に入った一方で、3位には「仕事」（21％）
がランクインするなど、プライベートの旅行や、仕事など様々なことに積極的に取り組む
シニアのアクティブな姿が想像できる。
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　大人気美容室「REBEAUX」が、ホンハム（紅磡）店に続き、サイワンホー（西湾河）に待望の
第2号店をオープンした。日本らしい丁寧な対応で、ゆったりとした雰囲気の同店は、日本人
のみならず、地元香港人からも高い支持を得ている。
　運営会社であるリビアス（RIBIAS）は、日本において様々なサロンブランドを計211店舗展
開する。その中の1ブランドであるREBEAUXは、「OL・主婦からファミリー層まで幅広いお客
様のニーズに応え、個々のナチュラルな美しさを追求したトータル・ビューティサロン」とし
て、海外では上海に続き、昨年ここ香港に進出した。以降、その行き届いたサービスとクオリ
ティーの高さ、そして手頃な値段により、一気に人気店となっている。
　MTRサイワンホー駅・A出口から徒歩3分、緑豊かな公園の向こうに同店が見える。自然光
を取り入れた明るい店内は、インテリアや音響器材も含めた快適な空間づくりにこだわりが
伺える。「大切にしているのは、丁寧さです。言語関係なく、気持ちがあれば相手に通じるも
の。きちんとしたお手本を見せていれば、必ず学んでくれるし、成長してくれるのだと思いま
す」という店長、中野氏の言葉に納得。スタッフは日本人スタイリスト1名、香港人スタイリスト
兼アシスタント2名の計3名。皆若くエネルギッシュだが、ひとつひとつの作業は実に丁寧だ。
　顧客の8割以上が日本人というホンハム店に対し、サイワンホー店は6割以上が香港人
で、予想以上の人気ぶりとのこと。料金は香港の一般的な美容室の相場よりやや高いが、日
本の美容室からすると驚くほど手頃だ。また、日本の人気ヘアブラン
ドである「MILBON」をヘアケアとして使用している同店。この香りは
日本人、香港人問わず、非常に人気があり、「お客様にもホームケア
として使ってもらえるように」と、商品も各種取り揃えている。これは、
美容室に行った時だけでなく、トータルでケアすることの大切さを
知って欲しいという気持ちからだという。このような細やかな配慮
も、同店の人気の秘訣なのかもしれない。顧客のどんな小さな悩み
や相談にも、真剣に向き合ってくれる同店は、ずっとそこに居たくな
るような安らぎの空間だ。

さわやかな店長がお出迎え
人気美容室2号店が緑豊かなサイワンホーにオープン
さわやかな店長がお出迎え
人気美容室2号店が緑豊かなサイワンホーにオープン
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

HAIR SALON REBEAUX サイワンホー店
住所：Shop GD37, Lei King Wan, Site D,
　　  25 Tai on St., Sai Wan Ho
電話：(852)2399-7898

REBEAUXはさわやかな
グリーンが目印

店内からは、すぐそばの公園が見渡せて心地いい

きれいに整えられた
店内はセンス抜群

Tai O
n St.

Lei King Rd.

Tai H
ong St.

Island Eastern Corridor HAIR SALON
REBEAUX
HAIR SALON
REBEAUX
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　世界40カ国以上で愛されているグローバル美容ブランド
「Neutrogena（ニュートロジーナ）」。1954年、創立者のストラロフ氏
が洗顔後の肌のpH値に対する影響が水だけで洗った場合とほ

とんど変わらない低刺激ソープNeutrogenaをアメリカで発売したことをきっかけに、世
界中の女性から支持を受けてきたスキンケアブランドだ。
　これまで様々なスキンケア商品を販売してきた同社だが、今年新たに画期的なフェイ
シャルトリートメントを発売した。それが微細な振動で肌を活性化させる
「Microdermabrasion System」だ。
　このハンド美顔器、凹凸のある美容液含有シートが肌表面の角質を取り除き、つるつ
るの赤ちゃん肌にしてくれるという。また人の手では不可能な微振動のマッサージによ
り新陳代謝を上げ、肌の老化を防止する。活き活きとした皮膚細胞を蘇らせることでた
るんだ頬や口元のリフトアップも期待できるのだ。30～65歳の女性を対象とした同社の
臨床測定試験では、使用直後91％の人が肌が透き通り滑らかになったことを実感。1週
間後には88％の人が見た目のきめの整いを感じ、1ヶ月後88％の人がシワやシミが
減ったと回答。さらに2ヶ月後には72％の人が肌が明るく引き締まったことを実感したら
しい。
　また毎日使う必要はなく、1週間に2～3回使用し、表面の汚れを取り除くことで肌を清
潔に保つことができるという。

　果たしてその効果のほどはいかがなものか。実際に試してみた。
　洗浄シートを本体に取り付け指で押し込むと、シートに含まれた美容液が
じゅわっと染み出す。スイッチオンで本体が振動し、肌に軽くあてるだけで細
かくマッサージされていくのが分かる。角質の気になるTゾーンや鼻のきわ、
あごは手で少し圧を加えて、頬はリフトアップさせるイメージで下から上に。
肌にあてるのは1～2分でOK。軽く洗顔した後、肌を触って違いを確かめて
みた。その結果は…。
　確かに角質が取れて肌がつるつる、きめも細かくなったように感じる！洗
顔後はニュートロジーナの保湿パック、あるいは美白パックで肌を沈静化す
ると美肌効果がさらに高まるという。まだ1週間しか使用していないが、個人
的には十分効果は実感できた。これから1ヵ月後、さらなる肌の変化が楽し
みだ。顔の角質が気になる方にはぜひこの効果を実感していただきたい。

Neutrogena
ウェブ：www.neutrogena.com.hk

ニュートロジーナから驚きの角質洗浄登場！
Microdermabrasion System
Neutrogena
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本体に取り付ける美容液含有の凹凸シート

マッサージ後に使うと
美白効果がさらに高まる超保湿マスク
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日本料理 いろり
住所：2/F., Bartlock Ctr., 3 Yiu Wah St., CWB
電話：(852)2838-5939
営業時間：ランチ 12:00～14:30　ディナー 18:00～23:30

　銀座いわグループが6月13日に銅鑼湾
にリニューアルオープンした「日本料理
いろり」は、日本から直送の食材を使用し、
こだわりの逸品を提供する本格日本料理
店だ。看板メニューは、ずばり「日本そば」
と「うなぎ」。日本そばは、東京 麻布十番の
老舗「更科そば 堀井」の更科そばを出汁、
たれ、つゆの配合に至るまで忠実に再現
している。また、特上のうな重に使用され
るうなぎは新鮮な活きうなぎを日本から
取り寄せるというこだわりようだ。
　本当に良い食材を使い、しっかりと調理
をすればその味は必ず異国の地でも受け
入れられる、という想いのもと香港人には
まだ馴染みの薄いこの2品で敢えて勝負
をかける山口主席運営長の眼差しからは
並々ならぬ意気込みが感じられる。
　落ち着いた雰囲気のカウンターでは、
職人たちが寡黙に腕を振るい、フロアで
のきびきびとしたサービスも嬉しい。日
本らしいおもてなしが、料理の味をさら
に引きたてる。
　「私たちは、日本の食を文化として世界
にきちんと広める“伝道師”です。」
　柔らかな笑みの奥から湧きでる山口氏
の熱い想いに、日本食ブーム真っ只中の
香港で食を通して伝えるべき本当の日本
の姿を感じた。

ひ
た
む
き
な
姿
勢
が
伝
え
る
日
本
の
お
い
し
さ

流行に惑わされることなく本当に良い
ものだけを追い求める本格的な日本料
理店が開店した。厳選された食材を使
い提供されるその店の看板料理が香
港の日本食ブームに一石を投じる！

「日本料理の伝道師」とし
ての意気込みを内に秘
め、優しい笑顔で迎えてく
れる山口さん

　コーヒー好きにはたまらない、本格的なハンドドリップコーヒーとユニークなワッフ
ル料理がいただける台湾発のカフェ｢Waffling　Beans｣がケネディタウンに誕生した。

オープンしてまだ間もないが、ランチか
らディナータイムまで常に賑わいを見
せている。

　台湾では既に有名なこちらのカフェでは、経験豊富なバリスタ
が昔ながらのハンドドリップでコーヒーを入れてくれる。同じコー
ヒー豆でも、豆の鮮度やお湯の温度によって全く味が変わってし

まうため、コーヒーの入れ方にはバリスタの腕が要求されるが。同店では一流バリスタ
が各テーブルでドリップしてくれるので目の前でその様子を眺めることができる。
　ベルギーを始め、フランス、アメリカ、アジア各国でも大人
気のワッフル。同店では、スイーツとして地位を確立したワッ
フルにさらなるアレンジを加え、ここでしか味わうことのでき
ないユニークで斬新なワッフル料理を提供している。また食
材には高品質でナチュラルなものだけを使用。バターは良質
なベルギー産、砂糖はサトウキビから取れた天然もの、イー
ストは安心のフランス産とこだわりをみせる。
　たくさんのメニューのなかでもオススメは、なんとコーヒー
で72時間も煮込んだというショートリブ｢Oh!My　Ribs｣。選べ
るサイドメニューも付いており、ボリューム満点。梨にゴルゴンゾーラチーズ、シナモン、
ハチミツをかけた｢The　Wild　Child｣は甘みの中に塩気のテイストが加わり絶妙なバ
ランスの一皿。｢Wafflers.FC｣は、ワッフルの上にフライドチキンとポテトを乗せたもの
でゴルゴンゾーラチーズでいただく。斬新な組み合わせだが意外とはまる。そのほかに
もワインのつまみに最適な軽食ワッフルからお肉とワッフルを合わせたガッツリ系メ
ニュー、玉子やハム、チーズを挟んだブランチワッフルなど様々。もちろん皆が大好きな
スイーツ系ワッフルもあり、バナナとナッツにバニラアイスを添えた王道デザートや、新
鮮なフルーツが添えられたカラメルソースのワッフルなど選びきれない。
　新しいトレンドとして、夜にはワインを片手にワッフルのおつまみをいただくなんてど
うだろう？早速足を運んでみよう。

チーズの塩気とハチミツがうまくミックスした
｢The Wild Child｣

衝撃的！フライドチキンを
ワッフルに乗せた
｢Wafflers.FC｣

Waffling BeansWaffling Beans

Waffling Beans　
住所：G/F., Shop 9, New Fortune House, 4-8 North St., Kennedy Town
電話：(852)9162-1011
営業時間：月～金  12:00～22:00　  土日  10:00～22:00

台湾発！本格的なハンドドリップコーヒーと
ユニークなワッフルが自慢のカフェ
台湾発！本格的なハンドドリップコーヒーと
ユニークなワッフルが自慢のカフェ

72時間コーヒーで煮込んだお肉がとろける
「Oh! My Ribs」

シンプルでスタイリッシュな店内

昔
な
が
ら
の
ハ
ン
ド
ド
リ
ッ
プ
コ
ー
ヒ
ー
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　ワンチャイ（湾仔）のランドマークのひとつ、ザ・ブルー・ハウス（藍屋）の裏手にある細
い路地を入って行くとドアの上に掛かる赤い日除け屋根の「Maureen」が目に入る。
　テレビで見た「分子ガストロノミー(Molecular　Gastronomy)」に興味を持ったオー
ナー、モーリンさんが2年前にオープンした。もともと伝統的な中華料理のシェフだった
彼女はこの事を調べ始め、「スービード(Sous　Vide)」の調理法にたどり着いた。食材を
真空パックにして、温度調節された水の中で、時間をかけて調理する方法だ。真空パッ

クの中で調理されるため、食材の風味を逃さ
ず、乾燥も防げる。
　しかし、西洋で始まったこの調理法、必ずし

も香港人の口に合う料理に仕上がるわけではない。例えば、香港人はエビや首肉のプリ
プリした食感を好むが、この調理法を使うとその食感が失われてしまう。そのため、試行
錯誤し、香港人向けの調理温度や時間を発見していった。
　同店のこだわりの料理をいくつか紹介しよう。「Perfect Egg with Mushroom Fluid 
Gel & Chinese Ham」は卵を63.5℃で1時間調理することにより、黄身と白身の濃度が同
じになる。温泉卵とはまた違う、とても不思議な食感だ。
　そしてこちらは新しくメニューに登場した「Smoked Fresh Shrimps」。エビはさっと茹
でた後、店内で燻製しているのでスモークの香りが口いっぱいに広がる。赤唐辛子入り
の醤油と食べても美味。
　中華スタイルの「Noodles Salmon」 はサーモンと麺が別々に提供される。サーモンは
33℃の超低温で20分調理したもの。中身がレアなサーモンは柔らかく、その下には野
菜が敷かれている。実はこの野菜には重要な役割がある。サーモンが熱々にならないよ
う超低温で調理しているので、それを直接お皿に乗せると、瞬く間に熱が奪われる。それ
を避けるためだそうだ。
　また、麺にも大変こだわり、北の担々麺と南のワンタン麺を合わせたスタイルになっ
ている。熱々で食べられるよう、麺を茹でた後も特別な湯切り方法を行っている。麺は豆
苗と和えられ、シイタケ、細切りのジャガイモ、ごま油のムースが添えられており、コシの
ある麺との相性は抜群だ。
　新たな味わいを試せる場所。カウンターでなく、テーブル席を確保したい時は予約必
須だ。

MaureenMaureen

Maureen　摩厨麺館
住所：G/F., 11 Hing Wan St., Wan Chai
電話：(852)2915-2261
時間：月～金　11:00～22:00、土～日　11:30～22:00

今熱いエリアにニューカマー登場
伝統的なイタリアンを2通り楽しめるレストラン
今熱いエリアにニューカマー登場
伝統的なイタリアンを2通り楽しめるレストラン

オーナーシェフの
モーリン(Maureen)さん

完璧な卵とキノコのソース(Perfect Egg with 
Mushroom Fluid Gel & Chinese Ham)サーモンとヌードル(Noodles Salmon)

新鮮なエビのスモーク(Smoked Fresh Shrimps)
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